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アテンダントサービスの導入プロセスにみる

アメリカ自立生活運動の受容に関する一考察

横須賀　俊司

県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科

抄　録

　日本の自立生活運動は，1970 年代に展開されていた障害者運動が 80 年代にアメリカの自立生活運動を受容す

ることで発展していったとされる。しかし，1970 年代から 1980 年代に向けて，どのような移行があったのかは

明らかではない。アメリカ自立生活運動の成果の一つはアテンダントサービスを定着させたことである。したがっ

て，どのような過程を経て，アテンダントサービスが定着していったのかを記述，考察することで，どのように

アメリカ自立生活運動が受容されていったのかを明らかにすることができる。その際，「第 9 回車いす市民全国

集会・兵庫」を事例にした。この事例を選んだ理由は，アテンダントサービスを実際に導入していったというこ

とによる。結論としては，自立生活運動の理念や思想の普及が必ずしも要件になっていないことが明らかになる。
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１　はじめに

自立生活運動が日本でいつ生成したかについて議論

があるが，一定の結論は出ているといえる。すなわち，

1970 年代に展開されていた障害者運動が，80 年代に

アメリカから伝わってきた自立生活運動を受容するこ

とで発展していったという結論である。このことは自

立生活運動をどのように考えるのかに関わっていると

いえるが，ひとまずは妥当な決着である。しかし，そ

うとらえた場合にも，70 年代から 80 年代に向けて，

どのような移行があったのかは明らかではないと廣野

俊輔 1） は指摘する。自立生活運動に対する考察を深

めようとするなら，どのような過程をへてアメリカ自

立生活運動が受容されたのかを明らかにする必要があ

る。こうした問題意識のもと，本稿では，アメリカ自

立生活運動が日本でどのように受容されたのか，その

一端を明らかにすることを目的としている。

研究方法としては事例研究を採用した。それはアメ

リカ自立生活運動の受容にあっては，さまざまな事柄

が積み上げられた結果，徐々に受容されていくのであ

るから，一つ一つの事例を検討する以外に解明するす

べがないからである。そこで，本稿では「第 9 回車い

す市民全国集会・兵庫」（以下，兵庫大会）を事例と

して選定し，検討することにした。

アメリカ自立生活運動は，障害者が自立生活という

ライフスタイルを確立，維持するために社会に働きか

けるというものであった。具体的には，①障害者によ

る自己選択，自己決定といった自立生活の理念を普及

させ，②それに基づいたアテンダントサービスを導入

し，③自立生活センターを創設することで，アテンダ

ントサービスの組織的対応を図っていったことなどが

あげられる 2-4）。それらは実現され，アメリカ自立生

活運動の成果となっている。

アメリカ自立生活運動を受容するとは，自立生活

理念やそれを支えるシステムをいかにして取り入れて

いったかということである 5）。兵庫大会ではアテンダ

ントサービスの導入，それを支える組織的対応が顕著

に見られる。このことは「車いす市民全国集会」（以下，

市民集会）史上初めてのことでもあった。このような

ことにより，兵庫大会を対象とし，特にアテンダント

サービス導入にあたってどのような経緯があったのか

を中心に記述することにした。

事例研究を進めるために，市民集会の報告書，関

係者が記した著作，残存している一部の会議レジメや

メモ，新聞記事などの文字化されている資料に当たっ

たり，市民集会で中心的役割を担った運営委員会メン

バー 4 名，兵庫大会で中心的役割を担ってきた実行委

員会メンバー 4 名などに聞き取り調査を行った。聞き

取ったデータについては，定性的コーディングを施し，

それらを脱文脈化（データベース化），再文脈化（ス

トーリー化）を行った 6）。その際，質的研究対応ソフ

ト「MAXQDA11」を用いて分析を行っている。

本稿の構成は以下の通りである。まず，自立生活

運動に関する先行研究について言及し，課題を抽出す

る。次に市民集会全体に関して概観を行う。さらに兵

庫大会についての概要を示したうえで，アテンダント

サービスを導入する経緯について記述する。最後に，

これらを踏まえた考察とまとめを行う。なお，事例研

究については，研究目的，個人情報保護，公表の許可

などについて説明したうえで同意を得ている。また，

インタビュー発言者については本人から実名公表の承

諾を得ている。原稿作成後，インタビュー発言者には

原稿を送ってチェックを依頼し，内容や発言について

了解を得ている。インタビューからの引用は，（○○

20110101）と記した。

２　日本の自立生活運動をめぐる先行研究

自立生活運動は 1980 年代にアメリカから伝わって

きた運動として日本に紹介されている。これに対して，

立岩真也は，日本では 70 年代から①人々すべての直

接的な援助を受けて生活しようとする，②公的な介護

保障を求める，③生計の基本的な部分を求める，とい

う三つの立場に基づいた自立生活運動がそれぞれ展開

されていたと批判する 7）。つまり，日本でも 70 年代

初頭から自立生活運動は展開されており，アメリカか

ら伝わったというわけではないとする。しかし，横須

賀俊司 8）は①アメリカ自立生活運動は自己決定を中

心にしているが，日本の 70 年代の運動は反能力主義，

反優性思想を重視している，②家族や施設を離れる試

みは日米で質的に異なっているのではないか，として

70 年代の日本の運動を自立生活運動とすることに疑

問を呈している。この点について，廣野 9）は一括し

てくくられた 70 年代の運動や自立生活運動を細かく

検討していくことが必要であるという。

廣野 1）によると，その後の研究では，立岩のいう

三つの運動がアメリカ自立生活運動を 80 年代あたり

に受容していくことで，日本の自立生活運動はさらに

発展したとされる。しかし，日本における 70 年代の

自立生活運動と 80 年代の自立生活運動の関連は明確

にはなっておらず，両者の間には飛躍があるという。

この飛躍した部分を補うためには，アメリカ自立生活

運動を受容する前提となる第四の運動を検討すること

が有効であるとする。この第四の運動とは「まちづく

り運動」を発端に始まった市民集会である。茨木尚

子 10）も 70 年代に展開された障害者のまちづくり運動

を自立生活運動の方法論的ルーツであるとして，自立

生活運動の前提となる第四の流れを示唆している。

ところが，市民集会を対象とした研究としては，奥

野哲子 11），瀬山紀子 12）, 廣野 1）ぐらいしか見当たら
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ず，その蓄積が望まれるところである。したがって，

本稿では，市民集会を取り上げ，その中でも兵庫県西

宮市を中心に開催された兵庫大会に焦点を当てて記述

していく。この大会に焦点をあてるのは，①アメリカ

自立生活運動を考えるうえで大きな要素の一つである

アテンダントサービスを市民集会史上初めて導入した

こと，②兵庫大会実行委員会を母胎にして，これもア

メリカ自立生活運動の一つの成果である自立生活セン

ターを設立したことによる。市民集会実行委員会から

自立生活センターを設立したということも，やはり初

めてのことであった。このように兵庫大会には，アメ

リカ自立生活運動を受容していった側面が見られる。

したがって，兵庫大会，その中でも特にアテンダント

サービスがいかにして導入されていったかについて記

述していくことで，アメリカ自立生活運動がどのよう

に受容されたかの一端を明らかにし，廣野のいう「飛

躍」を少しでも補えることができるよう試みるもので

ある。そのためには，まず兵庫大会の前提となる市民

集会の全体を概観することから始めよう。

３　車いす市民全国集会の誕生と展開

1973 年 9 月 20 日より三泊四日の日程で，朝日新聞

厚生文化事業団と「仙台福祉のまちづくり市民の会」

の主催により「車いす市民交流集会」（以下，仙台大会）

が仙台で開催された。その名称は異なっているが，の

ちに市民集会の第一回大会として位置づけられること

になる集会である。プログラムとしては，身体障害者

福祉モデル都市指定第一号である仙台の街の点検，西

多賀ワークキャンプの視察，各地の現状報告，グルー

プ討論が行われている。参加者は沖縄，福岡，北九州，

京都，名古屋，横浜，東京といった地域から集まって

おり，車いすの障害者が約 30 人とボランティア，介

助者，関係者が約 50 ～ 60 人の集会となった 13）。

朝日新聞厚生文化事業団が仙台大会を企画したの

には，①当時の生活圏運動におけるシンボルともいえ

る仙台の街を障害者が体験し，その街を点検してみよ

うということ，②仙台まで公共交通機関を利用し，ホ

テルに宿泊することで，どういうことが問題なのかを

障害者が体験することという狙いがあった 14）。また，

近藤秀夫（前市民集会事務局長）は，各地で展開され

ていた運動の担い手が交流できるようにするという企

画であったとしている 15）。

仙台大会に対しては，それぞれの思いがあった。例

えば，仙台大会の運営に携わった山田富也（前市民集

会運営委員）は，障害者が大会に主体的に関わらなかっ

たことを指摘し，障害者自身の力で集会を推進する義

務があると仙台大会の総括をしているし 16），近藤は「こ

の仙台集会を一度きりで終わらせるのはもったいない

と考えた」17）としている。こういった思いをもとに，

のちに市民集会の運営委員会を構成することになる一

部の参加者数名と朝日新聞厚生文化事業団により，大

会中にホテルで話し合いがもたれ，次回は東京でやろ

うという盛り上がりをみせた。これにより，障害者の

参加者有志が組織体を結成して運営を担い，朝日新聞

厚生文化事業団が財政支援を行うという市民集会の基

盤ができあがることになる。仙台に続いて，京都（75
年），名古屋（77 年），東京（79 年），大阪（81 年），

山形（83 年），沖縄（85 年），静岡（87 年），兵庫（89 年），

愛媛（91 年），山梨（93 年），熊本（95 年），福島（97 年），

鳥取（99 年），秋田（01 年）の順で 2 年おきに開催さ

れていく。

毎年開催されなかった理由として，朝日厚生文化事

業団からは，各地域やブロックで集会を開き，それら

の成果を全国大会に持ち寄って，まちづくり運動を広

めていくためという説明がされている 18）。また，障

害者側からも，開催地での運動を掘り起こすために

は 1 年では短すぎるといった考えもあったようである

（廉田 20110316）。

 しかし，山田昭義（前市民集会運営委員）は「た

またまの偶然でそうなっただけ」という。山田昭義に

よると，仙台大会では第二回を東京でと話し合ってい

たが，諸事情により難しくなってしまい，このままで

は市民集会ができなくなってしまうと危機感を持った

山田富也からの要請を受けて，名古屋で開催できるよ

う朝日新聞厚生事業団に働きかけた。しかし，その

際，朝日新聞厚生文化事業団の東京管区である仙台で

開催したから，次は大阪管区で開催がしたいというこ

とだった。山田昭義は異論がなかったので，そのまま

事業団に託すことにした。その後，当時はメンバーの

いなかった大阪ではなく，長橋栄一（前市民集会運営

委員代表）のいる京都でやることになったのだという

（山田 20110513）。

第 2 回京都大会の 2 年後には第 3 回名古屋大会が開

かれる。この大会からは「企画・運営も障害者に全面

的に委ねられ」ることになった 19,20）。名古屋大会では

24 名の実行委員会が選出され，その実行委員会が第 4
回東京大会の企画運営を担ったが，この実行委員会は

東京大会終了後に任務を終えることにし，今後の大会

運営とその次の第 5 回大阪大会に向けて新たな運営体

制で臨むことになった。そこで，今後の長期的な大会

のあり方などを検討する「車いす市民全国集会運営委

員会」（以下，運営委員会）が設置され，11 名の運営

委員が選ばれる。また，大阪大会の運営を行う実行委

員会が結成されている。さらに「地域連絡委員」を原

則的に各県に置いた 19）。これにより，全体方針を担

当する運営委員会と個別の大会を運営する実行委員会

という役割分担が確立する。

第 9 回兵庫大会では，後に見るとおり，アテンダン

トサービスの導入という試みがなされている。第 10
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回愛媛大会では運営委員会代表の交代式が行われる。

代表が長橋から廉田俊二（兵庫大会では実行委員会事

務局長）へ，事務局長が近藤から大友章三（市民集会

運営委員）へと交代が図られた。それに伴い，大きく

なっていた運営委員会についても一新されることにな

る。慣例として，実行委員会の委員長や事務局長は運

営委員会に入ることになっていたため，その時点での

運営委員の数は二十数名にふくれあがっており，それ

を代表や事務局長を含めて五人の運営委員会という構

成へと様変わりさせた。これにより第 11 回山梨大会

からは新しい運営委員会（と実行委員会）によって担

われることになる。

第 12 回熊本大会からは「自立生活研究全国集会（第

7 回）」と合同開催をしている。それまでは地元の実

行委員会と運営委員会が主催となっていたが，合同開

催に伴い，全国自立生活センター協議会と共催という

かたちになっており，以後その形式が踏襲されていく。

廉田によると，プログラムなどの内容が重複する点も

多い全国レベルの大規模な大会が年二回開催される

と，参加者もどちらに参加するのがいいか判断しにく

くなるのではないか，といったことから合同開催をす

ることにしたという。ただ，市民集会は大会までの過

程を重視し，それを運動としてとらえていたが，自立

生活研究全国集会は結果を重視していたという。この

合同開催は，熊本大会以降も継続していった。第 13
回福島大会からは「全国障害者市民フォーラム」と名

称を変更し，引き続き「自立生活研究全国集会（第 9
回）」と合同開催をしている。そして，2001 年に開催

された第 15 回秋田大会を最後にして，その後開かれ

ることなく現在に至っている。これらをまとめたのが

表 1 である。

廉田によると，運営委員会は解散したわけではなく，

「ある日突然に復活する」ということがないわけでも

ないという。秋田の次には和歌山大会，その次には新

潟大会といった予定がないわけではなかったが，現地

の実行委員会の人選が必ずしもうまくいかなかったこ

とや，当初から市民集会の財政的支援をしていた朝日

新聞厚生文化事業団にとって財政支援の負担が大きく

なっていたことなどから立ち消えになってしまったの

だという（廉田 20110430）。

４　第 9 回車いす市民全国集会・兵庫

4.1 はじまりから大会まで

当初，市民集会は運営委員の出身地で開催をしてい

た。しかし，それも難しくなってきたため，今度は市

民集会の参加者に依頼してみようということになる。

運営委員が参加者の中から目星をつけ，その人に開

催の話を持ちかけていくのである。その中の一人に Y
がいた。Y は非常に乗り気であったため，第 9 回は Y

の住む兵庫県西宮市を中心にして開催していこうとい

うことになる（矢吹 20110423）。

Y は西宮市で長く知的障害者の支援を行っていた西

定春に相談を持ちかけ，事務局長の就任を打診する。

しかし，西は協力の約束はするが，事務局長就任につ

いては固辞した。西宮市全体を巻き込もうとするのな

ら，西宮市身体障害者連合会から迎い入れるべきだと

考えたからであった。しかし，西宮市身体障害者連合

会から事務局長就任を断られてしまう。再度の要請の

結果，副実行委員長だけは承諾があった。そこで，白

羽の矢が立ったのが廉田である（西 20110409）。

廉田は 86 年の大学在学中に「TRY ！」という活動

をしていた。トライは，大阪から東京まで車いすのま

ま「徒歩」で目指し，その途中にある JR の駅に設備

改善を申し入れるというものであった。その活動中に

Y と知り合っていた。事務局長就任に少し躊躇した廉

田ではあったが，最終的には引き受けることにした（廉

田 20110430）。こうして兵庫大会は実行委員長として

Y，副実行委員長は西と鍋島彰，事務局長は廉田とい

う三役体制で臨むことが決まった。

兵庫大会実行委員会は，大会までに様々なプレイベ

ントを企画していった。大会の準備だけでも労力を要

し，しかも通常よりも準備期間が短いにもかかわらず，

このように多くのプレイベントを企画していったのに

は理由があった。それは兵庫大会が開催されるという

ことを，開催地である西宮市民だけにでも知っていて

ほしいということからであった。こうして大会を盛り

上げていこうとしていたのである（廉田 20110316）。

兵庫大会は 1989 年 9 月 22 ～ 24 日の日程で開催さ

れた。主催は第 9 回車いす市民全国集会・兵庫実行委

員会と車いす市民全国集会運営委員会である。集会

テーマとしては「“My Key Is In My Pocket”－独立の

キーを持って自立の旅に！－」となっている。初日は

全体会として基調報告と記念講演が行われた。その後，

交流会が催され，参加者は宿泊所へと移動していった。

二日目は各テーマごとに分科会が行われている。最終

日はまとめのパネルディスカッションが行われた。そ

の後に特別講演，集会アピール，吹奏楽部の演奏が行

われて閉会されている 21）。参加者は約 600 人，ボラ

ンティア約 1000 人，スタッフ約 100 人という大会で

あった 22）。

4.2 兵庫大会の特徴

兵庫大会にはいくつかの特徴があった。まず，マス

コミ戦略がある。大会当日までに様々なイベントを開

いていったことはすでに記したが，それらをマスコミ

に取り上げてもらえるように働きかけた，あるいは，

取り上げてもらいやすそうな企画をしたことである。

二つ目が，遊興施設である宝塚ファミリーランドに行

くといった「遊び」の要素を取り入れたことである。
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知的障害者の自立生活をテーマにした分科会を設置し

たことが三つ目としてあげられる。四つ目が分科会の

会場を分散して開催した点である。初日と三日目の全

体会は西宮市で開催し，二日目の分科会は西宮市と隣

り合わせの尼崎市，伊丹市，川西市，宝塚市で開くこ

とにしたのである。これは大会によりネットワークを

形成することと多くの自治体から助成金を得ることが

狙いであった。最後の特徴としてあげられるのがアテ

ンダントサービスを導入したことである。アテンダン

トサービスはアメリカで生まれたもので，自立生活運

動と密接に関連したサービスの一つである。「地域で

自分の望む生き方を実現することが困難な障害者に対

して，障害者による最大限の管理のもとで，それを実

現するために障害者の日常生活，社会生活の必要に対

して直接なされる介助を中心とした有償の人的支援で

ある」と定義することができる 23）。

兵庫大会までに，アテンダントをやりたいという人

に対して講習会を実施し，遠方の希望者には通信教育

で講習が行われている。講習の参加費用は無料である。

アテンダントの利用を希望する障害者は兵庫大会参加

申込時に利用登録を行っておく。障害者とアテンダン

トのマッチングについては，ピアカウンセラーが双方

に面接をしたうえで行った。アテンダントは身辺介助，

移動介助（会場とホテルの移動はボランティア）を行

い，障害者が兵庫大会参加中は介助を行わない。つま

り，主に宿泊について介助を行うものとされた。利用

料金は 1 時間 700 円で 50 円は事務手数料として徴収

されるため，アテンダントの取り分は 650 円となって

いる。アテンダントに対して交通費は支給されていな

い。一方，障害者に対してはアテンダント費用に対す

る一部補助として実行委員会から 200 円が支払われた

ので，障害者の自己負担は実質 1 時間 500 円であった。

契約書を見ると，障害者が 1 時間利用に対して「アテ

ンダント利用券」を 1 枚渡すということになっている。

このように実施されたアテンダントサービスは利用者

から好評を博したが 24,25），これを導入するに当たって

はすんなりといったわけではなく紆余曲折があった。

５ 実行委員会でのアテンダントサービス
導入をめぐる経緯

5.1 アテンダントサービス導入への思い

兵庫大会においてアテンダントサービスを導入しよ

うと提案したのは，実行委員会事務局長の廉田であっ

た。廉田は大学を卒業した 4 ヶ月後に渡米をしてい

る。その後，9 ヶ月ほどアメリカに滞在することにな

るが，最初に訪れたのがカリフォルニア州バークレー

市であった。バークレー市は全米で初めて自立生活セ

ンターが設立された地であり，障害者やその関係者の

間では名前の知れたところであった。そのバークレー

市で，廉田はカルチャーショックを受ける。

とにかく介助サービスみたいなものとか，そもそ

も障害者から（アテンダントが）金もらうっていう

構図が，俺，もうびっくりやったんやろね。（廉田

20110316）

（アテンダントが）どんな顔して（お金を）もろ

とるんかみたいなのは，アメリカでまず見たかった

のはそれやからね。その（サービス提供の）仕組み

なんかよりも，仕組みなんかは大体想像したらわか

るけど，（障害者が）どんな金の払い方しとるんか

みたいな。（アテンダントは）「どうもありがとうご

ざいます」言うてるんか，その構造が不思議でなら

んかったんよね，多分。そういう，なんか，当時（の

日本）で考えられへんことやったかなあ。やっぱり

その，すごいなぁみたいなのが，あったんちゃう？

（廉田 20110316）

で，なんか障害者がえらい上の立場に立って，簡

単なイメージで言って・・やで，もうその構造が変

わることみたいなのがウキウキした感じやったか

な。おもしろがれるというか。すごい国やなと思っ

て。アメリカ見た時に。そんなんに（日本が）なれ

ば（いい）なっていう。新しい！って思ったんやろ

な。（廉田 20110316）

90 年前後の日本では，障害者の介助といえばボラ

ンティア，すなわち無償であることが主流であった。

そのため，介助をするかしないの主導権は基本的には

ボランティアが握っており，立場としては障害者は弱

いものとして位置づけられることになる。しかし，バー

クレー市ではすでに有償介助であるアテンダントサー

ビスが実施されており，しかも，介助に必要な費用は

カリファルニア州から支給されていた 26）。障害者が

個人でアテンダントを確保するのではなく，自立生活

センターからの照会によってアテンダントを確保して

いた。障害者はそのアテンダントに直接お金を支払い，

アテンダントが気に入らなければ別のアテンダントに

変えてしまうことができた。つまり，障害者の方に主

導権があったのである。

廉田は障害者がアテンダントにお金を支払うことに

驚きを覚え，その際，アテンダントはどのような表情

をしているのかに興味を持った。また，日本では障害

者が介助を受けるには，それがボランティアであるた

めに，障害者の立場は弱いにもかかわらず，アメリカ

では障害者と健常者の立場が入れ替わってる様をおも

しろく思ったのであった。だから，そんな状況を日本

でもつくってみたい。帰国後，その思いを実現するべ

く，兵庫大会実行委員会で提案を図るのであった。
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5.2 兵庫大会実行委員会での議論

障害者領域では，所得の低い障害者にとっては行政

からの支給でもない限り，介助費用の負担は重く，そ

のため，有償で介助を得るという手立てはあまり現実

的ではなかった。もちろん，すでに生活保護の介護加

算や東京都の脳性麻痺者等介護人派遣事業などは実施

されていたので，障害者が介助費用を手にすることは

できた。しかし，前者についてはあまり知られていな

かったし，後者も都民等でなければ利用することはで

きなかった。そのため，親や施設を離れて生活するに

は，一般的にはボランティアにより介助を調達するし

かなかった。このような状況にあるためか，介助はボ

ランティアが当たり前という感覚が生まれ，それが漠

然と共有されていき，介助に金銭を介在させることに

対する抵抗感も存在していた。当時の関西において障

害者解放運動を牽引していた兵庫青い芝の会の有力者

なども有償であることに反対の立場であった 27）。

廉田がアテンダントの件を持ち出した際，兵庫大会

でコーディネーターを担うことになる実行委員の井内

ちひろも抵抗を感じたが，すぐに理解を示すようにな

る。

うーん。廉田さんが（アテンダントを）見てきて，

やっぱりはじめはね，私たちもお金を介在してや

るっていうのにすごい抵抗を感じてたんやけど，で

も・・でもなぁって。それが毎日のことになるとど

うか，というので，やっぱりお金を介在して，仕事

として位置づけた方がいいんじゃないかなっていう

感覚はわかる気がしてたね。（井内 20110408）

「世間」では抵抗の雰囲気があったにもかかわらず，

西は積極的に提案を受け入れた。

いや，全く抵抗なかったね。進んだ考えであるし，

ハンディを持つ人が自立生活する上で必要な手立て

で。（西 20110409）

それまでもヘルパー制度はあったからね，日本で

もね。それは行政の派遣というところで，極めて数

も少ないし，使いにくいし，恩恵的であったし，まあ，

そこにとどまっている限りはよくないなと。もう一

つ，青い芝（の会）なんかがやってた介助を獲得す

る運動も，彼らが人間として目覚めていくというこ

とでは良い取り組みだったけど，制度としての定着

は望めなかったし，そういう意味ではアテンダント

という形の方がやりやすいだろうな，広がりやすい

だろうなというのはいえますね。（西 20110409）

このように実行委員会では割とすんなりと導入が受

け入れられた。しかし，実行委員会と運営委員会の合

同会議で承認を受ける必要があった。そこで，廉田は

合同会議でアテンダント導入を提案するが，そこでは

すんなりと進むことにはならなかった。

６ 合同会議でのアテンダントサービス導
入をめぐる経緯

合同会議において，兵庫大会でアテンダントを導入

したいという提案が実行委員会側から出される。それ

に対して一部の運営委員は次のように考えたという。

あれ（81 年大阪大会に）は，エド・ロバーツが

来たんだ。あの時に，そういう自立生活運動が初め

て広く，みんなの前で語られたわけよな。あれだけ

はとても認識しとるんだ。そこで俺らは将来ああい

うふう（アメリカのよう）になるのは面白い，あの

レベルの人（＝最重度の障害者）がそういう運動の

先頭になって世の中を変えていけるっていうのは，

アメリカらしいなと思ったし，日本もそういう仕

掛けをつくるべきだろうなということは認識しとっ

た。だからその一環として，彼のアテンダントがつ

いてきたというのも承知してるもんだから。（山田

20110513）

山田昭義はアメリカのように自立生活ができるよう

になることを望み，そのためにアテンダントが必要で

あることを認識している。山田と同じように，アメリ

カの障害者に希望を見いだしつつも，実利的にアテン

ダントが必要だと考えたのが柴田詩子（前市民集会運

営委員）である。

ってか，ああいう風（＝アメリカの障害者のよ

う）に暮らせるのなら（いいな）っていうのと，そ

れから人手が足りないなら，（お金を）払ってで

も何とかせなしゃあないわなっていうのと。（柴田

20110930）

さらに，大友章三は，今後の日本に求められるもの

としてアテンダントをとらえている。

僕自身は，（兵庫大会の時に）自分のボランティ

アとか，介助者連れて行ってたかな。アテンダント

なんか使わなかったけど，まあこの制度はこれから

の形やなとは思うた。（大友 20120422）

このようにアテンダント導入に肯定的な考えはあっ

た。その時点ですでに有償介助の取り組みを地元でし

ていた運営委員もいた。しかし，総体としては異論の

論調の方が強かったようである。当時を振り返って，

廉田と矢吹文敏（前市民集会運営委員）はいう。
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それで，なんかこう，車いす（市民）集会でそれ（＝

アテンダント）をやってしまうと，次回（の大会は）

どうすんねんとかね。2 年にいっぺん（市民集会は）

ある。次回もほたらずっと有料（介助者でやるの）か，

とか（の反対意見が出た）。（廉田 20110316）

今回それを皆さんたち（＝兵庫大会実行委員会）

だけでやるっていうことで，全国からのそういう要

望に応じられるかと。地元のアテンダントというも

のが，果たして，例えば 100 人 200 人（の参加者）

から頼まれたらそれに対応できるのかと。あっち

断って，こっち行けっていう，先着順か何順か，そ

れを混乱しないでやれるかっていう（反対）意見も

あった。（矢吹 20110423）

これらは，市民集会の運営という観点からの懸念で

ある。一度システムとして取り入れるのならば，今後

もそれを継続することが求められる。そうなると，今

後の大会の裁量を狭めてしまうことになりかねない。

もしシステム化できたとしても，すべての要望に対応

することは可能なのか。対応できなければ，断るに当

たって誰もが納得できる理由をつける必要がある。し

かし，それは難しい。その結果，事務局に混乱が生じ

てしまうのではないかというものである。このように

大会運営に立った懸念と反対に，参加者の観点から疑

問を呈した意見があったというのは柴田である。アテ

ンダントとは初対面となるから，入浴など恥ずかしさ

が先に立ってしまい，アテンダントを依頼する参加者

が少なくなってしまう，すなわち，アテンダントサー

ビスが開店休業となってしまうということかといった

趣旨の筆者の質問に対して次のように答えた。

プライバシーというよりね，多分，（障害者がア

テンダントに）どうやってほしいかを伝えるのが難

しかろうっていう方を心配してたわね。恥ずかしい

というか，自尊心の問題というよりは，どっちかと

いうと障害者は介助され慣れしているから，恥ずか

しいよりは先に，どうやってほしいかということの

伝え方の難しさの方がネックになるような気がして

たし，そんな，初対面でできるんかという感じは（会

議の中に）大分あったね。（柴田 20110930）

これは障害者が介助者を管理する力量があるのかと

いう不安である。障害者が「自立生活」を送ろうとす

れば，障害者が「介助者管理能力」を獲得することが

求められる 28）。ところが，家族や入所型施設で生活

を送ってきた障害者は，自分で何かを選んだり決定し

たりする機会が奪われている場合が多い。そのため，

親や施設職員に依存せざるを得ない状況に置かれてし

まい，「介助者管理能力」が身についていなかったり

する。そうなると，介助の内容，方法などを介助者に

対して適切に指示することが（うまく）できなかった

りする。大会に参加する障害者の多くも家族や施設で

の生活であり，アテンダントを利用することも初めて

である。そのため，なおさらうまく指示ができないの

ではないかというのである。こういった異論の他に，

運営委員会側にあった抵抗感を指摘するのは西であ

る。

（運営委員は）むしろ車いす（市民）全国集会を

自分たちがやってきたという気概があるからね。そ

れが全く新しい考え方を取り入れるというところ

に，ついていけなかったというところじゃないかと

思うけどね。（西 20010409）

兵庫大会までに市民集会は 8 回開催されている。そ

のため，市民集会はある程度スタイルが固まりつつ

あったといえる。講演会や分科会を設定し，その後で

交流会を行う。大会の運営は自分たちが手弁当で行

い，ボランティアの協力を取り付ける。運動の取り組

むべき課題として，「まちづくり」「自立」などを中心

的なものに据えていた。そういったタイプの大会を積

み重ねてきたのである。それをアテンダントという今

までにはなかった「まったく新しい運動の基軸」（西

20010409）が打ち出されたことに大きな驚きを禁じ得

なかった。そのために，抵抗を感じ，異論を出すこと

につながったというわけである。この革新することへ

の抵抗感とは別の抵抗感を指摘するのが大友章三であ

る。

あのね，なんでアテンダントを反対した（人がい

た）かというと，介護をお金で取り引きするような

考え方がまだ成り立っていなかった（から），その

頃は。今のようなヘルパー制度があったわけじゃな

いでしょう？（中略）ずっと介護っていうのはボラ

ンティアでやってきたことが強かったから，まずお

金が払えるのかどうか。払えるような制度というか

措置というか，（障害者は）仕事しているわけでは

ないから，お金を得られないというのもあったし，

本当に一握りのお金持ち（の障害者）しか（市民）

集会に参加できないやないかというような声も上

がったんや。（大友 20120422）

大友はまず当時の介助状況がボランティアでまかな

うということが主流のために，金銭を介在させること

に抵抗感が生じたという。それに加えて，発言の後半

では，障害者が仕事に就くことは難しく，所得保障制

度も十分ではない。だから，アテンダントを導入すれ

ば，障害者に対する経済的負担が大きくなってしまう

という別の理由もあげている。金銭を介在させること
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への抵抗感ではなく，障害者運動という観点から有償

化について語ったのが柴田である。

例えばね，自分も酒を飲みながら障害者にお酒飲

まして，一緒にくだ巻いてた人が，酒飲んでるんじゃ

なくて，一所懸命飲ませなきゃっていう感じになる

んじゃないかっていうニュアンス？プロフェッショ

ナルとして，仕事としてやってるなら，飲みながら

やっとっちゃいかんだろうという側面が出てくるか

ら，そうすると仲間という連帯感で運動体をしてい

きにくくなる。（柴田 20110930）

障害者の介助はただ単に健常者が介助をすることだ

けが重要なのではなく，介助を通して障害者の生き様

や運動に対する共鳴や連帯感を醸成させることが求め

られていた。しかし，金銭を介在させると，お金を得

ることが目的となってしまい，共鳴や連帯といったも

のの成立する余地が乏しくなってしまう。そうなると，

障害者と健常者は分断されてしまって，障害者運動に

おける障害者と健常者の共闘が困難になってしまうの

ではないかという理由から，アテンダント導入に消極

的になったのではないかというのである。柴田は有償

化による弊害を述べたが，同じ障害者運動とはいえ，

別の観点から二の足を踏んだとするのが山田昭義であ

る。

だから有料（介助）でっていうことは，極めて例

外的だったもんね。当時は。だからそういう認識は

俺の中にはないね。これが広がったらおもしろいだ

ろうなとは思ったけど，霧の中だったもん。俺は。（実

現するために）どういうとっかかりを作ったらいい

かわからんで，（合同会議で）あんまり深く議論に

は入れなんだんじゃないのかな（山田 20110513）。

いやいや，できたらおもしろいとは思ったけど，

さっき言ったように，どういう運動のとっかかりを

していいかわからない（山田 20110513）。

81 年大阪大会には「自立生活運動の父」といわれ

るエド・ロバーツを招いて講演を依頼している。その

とき，ロバーツはアテンダントを伴い来日している。

したがって，兵庫大会の時には，多くの運営委員はア

テンダントに関することをすでに知っていた。それを

見て，興味関心のあった山田ではあったが，それを広

げていく運動ということについての展望を見いだしが

たかったために躊躇したというのである。このような

異論により，合同会議では運営委員会側からなかなか

承認を得ることができなかった。兵庫大会でアテンダ

ントサービスをどうしても導入したい廉田は強い主張

を行う。

そしたら（＝アテンダントを導入しないなら），

俺ら（＝実行委員会）が（兵庫大会を）やる意味が

ないから，大会やめるわ！（廉田 20140908）

これにより事態が動きだし，結果としては，導入が

認められることになる。ただし，運営委員会側の不安

の一つを払拭するために，実行委員会がアテンダント

サービスの業務を行うのではなく，「メインストリー

ム協会」という別組織を立ち上げることにしたのであ

る。メインストリーム協会事務局は西が運営している

「すばる舎」に置き，そこがアテンダントサービスの

提供を行うことにし，その運営については実行委員会

とメインストリーム協会が共同で当たることにした。

こうして兵庫大会でアテンダントサービスを導入する

ということになったのであった。

７　考察とまとめ

「はじめに」でも記したとおり，アメリカ自立生活

運動を受容するとは，いかにして①自立生活理念を普

及させ，②アテンダントサービスを導入し，③障害者

個人が介助者を確保するのではなく，組織的に対応し

た＝介助供給をシステム化していったかである。そこ

に至るまでの経緯を明らかにするのが本稿の目的であ

る。その中でも，アテンダントサービスの導入を中心

にした。この目的に照らして明らかとなった知見につ

いてまとめをしておく。

まず，アテンダントサービス導入に肯定的な考えと

しては，①障害者と介助者の関係の変容に対する興味

関心（廉田），②介助者供給の安定化，制度化（井内，西），

③自立生活（運動）に必要な仕掛け（山田），④実利

的な必要性（柴田），⑤漠然とした必要性（大友）な

どがあった。これに対する否定的な考えとしては，①

運営に関する懸念（廉田，矢吹），②介助者を使いこ

なせるかという不安（柴田），③革新することへの抵

抗感（西），④金銭を介在させることへの抵抗感（井内，

大友），⑤経済的負担（大友），⑥有償化により障害者

運動にもたらされる弊害（柴田），⑦アテンダントサー

ビスを定着させる運動の展望が見いだせない（山田）

といったものがあった。（丸括弧は該当発言者）

1980 年代はアメリカ自立生活運動に関することが

いろいろと行われている。81 年にはエド・ロバーツ

が来日している。また，「ミスタードーナツ障害者リー

ダー育成海外研修派遣事業」が毎年実施され，アメリ

カ自立生活運動を経験した障害者も増えていった。83
年には日米障害者自立生活セミナーが全国八カ所で開

催され，アメリカ自立生活運動のリーダーたちが来日

したり，85 年からは 2 年ごとに日米障害者会議も開

かれている。第 1 回自立生活問題研究集会も 89 年に

開催されている。89 年時点ではすでに東京都脳性麻
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痺者等介護人派遣事業（74 年），大阪市全身性障害者

介護人派遣事業（86 年）といった不十分でありなが

らも一応は介助保障制度も一部自治体では実施されて

いたし，生活保護の他人介護料もあった。加えて，日

本自立生活センター（京都），ヒューマンケア協会（東

京都八王子）もすでに設立されており，障害者領域で

も有償介助の活動が展開されていた。兵庫大会のあた

りには，このように自立生活の理念や情報がある程度

普及し，アテンダントサービスの基盤となる介助制度

も設立され始め，自立生活センターによる介助供給の

組織的対応も取り組まれ始めていた。

それにもかかわらず，アテンダントサービス導入に

対しては異論が強かった。確かに，兵庫大会において

結果的には導入されるわけだが，それは理解や納得が

深まったからというよりは政治的決着という側面が強

い。このことは自立生活運動の理念や思想の普及が必

ずしも要件となっていないことを表している。これが

本稿において明らかになったアメリカ自立生活運動を

受容する一つの経緯である。記述の範囲からは必ずし

も明確ではないが，受容にあたっては，実利的な要請

も大きな役割を果たしているのかもしれない。つまり，

ボランティアで介助を確保するには限界がありすぎる

から，それを克服するために有償にせざるを得ないと

いうものである。

政治的決着であれ，兵庫大会後には兵庫大会実行委

員会の一部のメンバーを核にして，中心地であった西

宮市に「メインストリーム協会」という自立生活セン

ターが設立され，アテンダントサービスを中心に活動

を展開していく。また，西宮市全身性障害者介護人派

遣事業という公的介助制度も創設させていくことにな

る。兵庫大会から約 25 年たった現在，メインストリー

ム協会は西日本で有数の自立生活センターとして西宮

市を基盤に自立生活運動を展開している。まさにアメ

リカ自立生活運動を受容し，発展させていったのであ

る。

このように理由はどのようなものであれ，紆余曲折

を経て，あるいは既成事実が積み重ねられていくこと

で受容されていく。本稿の結論は一つの事例に関する

ものであるから，他の事例も参照することで，その全

貌を明確にしていく必要がある。今後の課題である。

 

付記

廉田俊二さんをはじめとした発言者の方々の協力な

しに，本稿を執筆することはできなかった。ご協力，

本当に有り難うございました。廣野俊輔さん（大分大

学）からは貴重な資料を提供いただいた。合わせて感

謝の意を記します。なお，本稿は科学研究費補助金（津

田英二代表「社会関係資本とキーコンピテンシーによ

る困難事例自己解決コミュニティ開発の方法」基盤研

究 B）による研究成果の一部である。
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A consideration about the reception 
of the independent living movement in the United States 

in introduction of attendant services

Shunji YOKOSUKA

Department of Human Welfare, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract

 It is said that the independent living movement in Japan developed because the disability movement of the 1970s 
adopted the independent living movement from America in the 1980s. However, from the 1970s through the 1980s, it is not 
clear what kind of shift there was. One of the results of the independent living movement in America is to have established 
attendant service. Therefore, it can be clarified how the American independent living movement has been received by 
describing and discussing the process by which attendant service has been established. On this occasion, I have taken 
the Ninth Wheelchair Citizen National Assembly in Hyogo as an example. The reason I chose this example depended on 
attendant service having really been introduced. In conclusion, it is revealed that the spread of the idea and thought of the 
independent living movement was not necessarily a prerequisite.

Key words: independent living movement, national meeting of citizens using wheelchairs, attendant services

Humanity and Science    Journal of the Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima   16 (1)    19 － 31   2016




